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ご挨拶
国際ゾンタ２６地区エリア１

エリアディレクター　岩井紘子

　 札幌Ⅱゾンタクラブ創立30周年と盛岡ゾンタクラブ創立30周年式典が10月14日、30日と立て続けに開催
され、エリア1エリアディレクターとしての挨拶デビューをさせて頂きました。どちらも、厳粛な中にも会員
皆様の高揚した、誇らしげな中身の濃い式典で、我が事のように喜ばしく感慨深くジ～ンときたものです。
 個人的には、熊本地震で被災した南阿蘇や益城町、熊本城と仮設住宅を視察、追って岩手県岩泉の台風10号
の惨状見舞いに駆け廻っておりましたが、またまた22日にも東日本大震災の余震といわれるM7.4の地震津波、
怖いです。

天災にはおよそ抗えないけれど、せめて人災だけは互いに心して、災害にはしたくないものと願わずにはい
られない今日この頃です。あれこれしている間に今年も最終章に来てしまいました。

年末年始にかけてどのクラブも様々な催しで多忙を極める事でしょう。お体には十分気をつけて、来る
横浜での世界大会成功に向けて、心ひとつになる良い機会となることを期待致しまして、年末のご挨拶
に致します。

トピックス・表彰

新入会者・退会者報告

AＤ活動報告および今後の予定

１０月　１日(土)　　エリア通信第２号発行

１０月　１日(土)　　横浜ゾンタクラブ創立５０周年記念式典出席

１０月１４日(金)　　札幌Ⅱゾンタクラブ創立３０周年記念式典・祝賀会出席

１０月１６日(日)　　姫路ゾンタクラブ創立１０周年記念式典・祝賀会出席

１０月３０日(日)　　盛岡ゾンタクラブ創立３０周年記念式典・祝賀会出席

入　会 退　会

－  函館ゾンタクラブ　－

★当クラブ、小林八重子会員が長年行政書士として函館その他で広く活躍してきた事で、この度、総務大臣表彰を
受賞されました。

－  札幌Ⅱゾンタクラブ　－

★三部安紀子会員が、長年にわたりオペラの世界をはじめ、北海道の芸術文化をひろめられたご功績により、北海道
文化賞を受賞されました。

－  山形ゾンタクラブ　－

★荒恒子会員が11月7日、山形市技能功労者（美容）褒章をうけられました。

１０月１６日(日)　　第2回地区理事会出席

１2月 １日(木)　 　
12月  3日(土)　　 

 12月  4日(日)　 　
 12月  7日(水)    　
１2月10日(木)　　 
12月14日(水)　 　   
12月24日(土)    　

無し 無し

   
  1月20日(金)    　

主な審議事項　・各クラブにおけるIT化推進を図る
・ローズディ基本テーマは”女性の地位向上、

女性と女児に対する暴力の撲滅”とする。
・横浜大会に向けて新クラブ設立や各クラブ

会員増強の目標設定を行い表彰する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

   
  1月27日(金)    　   
  1月28日(土)    　

エリア通信第3号発行
福島ZCチャリティクリスマスパーティ出席東
京ⅡZCエンジェル基金コンサート出席
福井ZCゾンタチャリティパーティ出席
大津ZCチャリティクリスマスパーティ出席
盛岡ZCチャリティクリスマスパーティ出席
札幌ⅠZCチャリティディナーコンサート出席
福島ゾンタクラブ例会訪問
奈良ＺＣ秋川雅史トークショー出席
第3回地区理事会出席



クラブ報告：10～11月

★クラブ活動報告
10月  ４日 10月役員会
10月18日 　　東北大学大学院女子学生海外渡航支援金受給者（的場萌子様）をお招きして報告会を致しました。

　　「自立の家」で栽培の野菜販売協力・お菓子(誕生日ギフトとして購入協力 　　　　しました。
　

11月15日

　 　　　　　例会後、新事業検討委員会第１回話し合い

11月  9日

11月15日
チャリティーコンサート：今井信子「冬の旅」（別添参照）

－  仙台Ⅰゾンタクラブ　－

第２回新事業検討委員会話し合い

10月例会

　女子高校生自立支援事業として3施設（小百合園、仙台キリスト教育児院、天使園）への支援金授与を行いました。

11月  1日 11月役員会

11月例会

会長：岩崎恵美子 会員数：３7名

－  札幌Ⅰゾンタクラブ　－ 会長：谷口エツ 会員数：　７名

★クラブ活動報告
10月 12日 10月例会：今年度チャリティーイベントについて、イベント詳細、チャリティー寄付先審議

　

11月 ９日 11月例会

★イベント案内
12月24日
  1月11日

チャリティーディナーコンサート「クリスマスの夕べ」（チラシ別添）
1月例会：新年会　及び　アメリア・イアハート・バザー開催

－  函館ゾンタクラブ　－ 会長：池亀睦子 会員数：２１名

★クラブ活動報告
10月   5日 理事会開催　2017年９月7日チャリティーコンサート開催を発表　コーラスグループ“フォレスタ”
10月1９日 例会開催 オープン例会で、少数民族の人権問題をテーマにゲスト卓話。

ゲスト4名が参加。（内1名が入会希望）

11月  2日 理事会開催

11月 15日 例会開催 国際ゾンタの創立月を祝い、移動例会終了後、懇親会を開催

　

★イベント案内
　3月  4日 ローズデー関連の催しを市内の他団体に呼びかけて開催する

－  塩釜ゾンタクラブ　－ 会長：中野わか子 会員数：　７名

★クラブ活動報告
10月   1日 横浜ZC50周年記念行事 出席1名：中野

10月1９日 10月例会　「ゾンタ26地区について」確認会開催

11月  3日 あしたば福祉会「あすなろ」（障害者支援施設）バザー：イベント協力参加　４名　（別添参照）
11月   9日 仙台ZC50周年記念チャリティーコンサート参加  ６名

10月14日 札幌ⅡZC30周年記念行事出席１名：遠藤

10月30日 盛岡ZC30周年記念行事出席2名：引地・遠藤

11月   9日 11月例会： 勉強会「フードバンクについて学ぶ」

－  札幌Ⅱゾンタクラブ　－ 会長：成瀬泰子 会員数：２７名

講師：中村礼子氏　コープフードバンク事務局長　ゲスト5名

★クラブ活動報告
10月   1日 横浜ZC　50周年記念式典・祝賀会　7名出席

10月14日 札幌Ⅱゾンタクラブ創立30周年記念式典・祝賀会　（別添参照）

10月24日
姫路ZC　10周年記念式典・祝宴　1名出席

10月30日

国連デー記念講演会　6名出席

10月12日 役員理事会　臨時例会

10月16日
Ｚクラブ(北星学園女子中学高等学校)認証状伝達式　（別添参照）

11月   7日

Zクラブ(北星学園女子中学・高等学校)訪問　5名出席

盛岡ZC　30周年記念式典・祝賀会　6名出席

役員理事会
札幌ユネスコ協会コーアクションパーティー　１名出席

11月   9日

11月26日

11月16日 例会　会員バザー

北海道留学生交流推進協議会総会　2名出席
Zクラブと共に「Zonta Says No」キャンペーンを実施

11月29日

－  盛岡ゾンタクラブ　－ 会長：下田幸枝 会員数：１８名

★クラブ活動報告
10月14日 札幌クラブ30周年　3名参加

10月30日 30周年式典・祝賀会

11月30日 理事会（チャリティークリスマスについて）

10月29日 姉妹クラブ大津と交流会（大津9名・盛岡11名）

11月  9日 第15回外国人による日本語スピーチコンテスト（出場者9ヶ国21名）

　

★イベント案内
11月30日

  11月  9日
30周年式典・祝賀会
外国人による日本語スピーチコンテスト

  12月14日 チャリティークリスマス　　ビンゴとオークションの夕べ　（チラシ別添）

　



－  札幌ＩＲＩＳゾンタクラブ　－ 会長：岡部文子 会員数：１１名

★クラブ活動報告
10月14日 札幌Ⅱゾンタクラブ３０周年記念式典（８名参加）

　

11月24日 来年のローズデイに向けての話し合い（札幌Ⅰ、札幌Ⅱ、札幌IRIS、小樽）活動報告

★イベント案内
12月  5日
  2月13日

札幌IRISチャリティビンゴパーティ　２００名参加（活動報告書配布）
新春の集い　１００名程のお客様との懇親とアメリアイヤハート記念ミニバザー開催

－  秋田ゾンタクラブ　－ 会長：佐藤康子 会員数：１３名

★クラブ活動報告
10月  １日 横浜ゾンタクラブ創立50周年記念式典･祝賀会出席　2名

　

★イベント案内
  1月15日 ２０１７新年チャリティランチパーティ開催ベント案内

－  小樽ゾンタクラブ　－ 会長：平井聰子 会員数：　７名

★クラブ活動報告
10月17日 例会　チャリティーイベントについて
11月  2日 子育て支援センター「あそぼ」見学　（別紙参照）
11月21日 例会　チャリティイベントについて　他クラブイベント案内

－  福島ゾンタクラブ　－ 会長：牛来令子 会員数：１１名

★クラブ活動報告
10月21日 例会　　鎌田障がい福祉センター「きらら」訪問についての話し合い

11月  4日 臨時例会　チャリティークリスマスパーティについての話し合い

11月17日 鎌田障がい福祉センター「きらら」訪問　　チェリーブロッサムクワイアによる慰問コンサート
11月18日

               1月例会についての話とAD訪問話し合い
例会　　　チャリティークリスマスパーティについて最終打ち合わせ

　

★イベント案内
12月3日 第10回チャリティークリスマスパーティ

－  釧路ゾンタクラブ　－ 会長：德山直子　（代）柏木智恵子　 会員数：　８名

★クラブ活動報告
10月  5日 例会　　継続事業の第18回チャリティフェスティバル開催に最終報告　各役割分担・チケット500枚目標・抽選会包装
10月12日 第18回チャリティフェスティバル開催　国際交流センターにて450名の来場　大盛会の中で終了　（別紙参照）

10月14日 札幌Ⅱゾンタクラブ30週記念式典出席
10月26日

　　　　　新名簿、エリア通信、ガバナー通信配布
臨時例会　特別会計よりチャリティフェスティバル決算報告　各役割担当者、反省意見来年度に向け討議

11月  5日 国際ロータリークラブ７０周年記念式典出席
11月  9日 例会　　「2016～2018目標と方針」テーマは今年度の勉強会とする

　　　　　男女平等参画センター１周年記念に出店募る　　卓話　検討中
11月16日 釧路市女性保護の会[世代間交流会]出席
11月23日 釧新郷土芸術賞贈呈式出席

12月  3日 男女平等参画センター[ふらっとフエスター]各団体参加　パネル展示～釧路ゾンタクラブの活動紹介

12月  7日 例会　　　　今後の課題　会員増強関連について　親睦クリスマスパーティ募る　　半期決算報告・各委員会報告

　

★イベント案内
  1月
  2月

新年恒例会、アメリア・イアハート勉強会
卓話

  3月 ゾンタローズデイ

－  山形ゾンタクラブ　－ 会長：澤和子 会員数：１９名

★クラブ活動報告
10月  1日

10月13日

10月14日 札幌Ⅱゾンタクラブ30周年記念式典1名参加
10月16日 山形県男女共同参画事業「チェリアフェスティバル」バザー参加

10月30日
11月  1日 「みんなの居場所さんさんくらぶ」様へアルミ缶(会員回収分)を持参
11月10日 定例会　「学ぼう！ゾンタ」ヴァネッサトウ先生の講話

  11月24日 理事会    10周年記念実行委員会

横浜ゾンタクラブ 50周年記念式典へ7名参加
定例会

姫路ゾンタクラブ10周年記念式典へ2名参加
盛岡ゾンタクラブ30周年記念式典へ3名参加

　

★イベント案内
  12月

  3月
「ＺＯＮＴＡ 　ＳＡＹＳ  ＮＯ」キャンペ－ン活動(山形駅東西自由通路にて)
ゾンタローズデイ

　

11月25日 共同募金縫運動70記念表彰式へ出席

ジョアンナ・リー（姉妹クラブ台南チャーミング）、エミー・ライさんとの懇親の機会があり、有意義な時間を過ごした。

10月12日 10月クラブ理事会･例会開催
10月14日 札幌Ⅱゾンタクラブ創立30周年式典･祝賀会　1名出席
10月16日 姫路ゾンタクラブ創立10周年記念式典･祝賀会出席　1名
10月17日 ２０１７新年チャリティランチパーティ出演交渉
10月28-29日 第33回日本女性会議秋田大会参加　2名
10月30日 盛岡ゾンタクラブ創立30周年記念式典･祝賀会　2名出席

秋田県国際交流協会主催国際交流フェスティバルブース出展　広報活動活動報告

11月13日 秋田県ユネスコ協会主催外国人による日本語スピーチコンテストにおいて奨励賞贈呈（1名）
11月14日 ２０１７新年チャリティランチパーティおよび5月開催エリアミーティングについて打ち合わせ



★行事経過報告・お知らせ

仙台Ⅰゾンタクラブ

●11月9日(水)にチャリティーコンサート：
　 今井信子｢冬の旅｣を開催いたしました。
　 多くの皆様、またゾンシャンに
　 ご出席賜りましたこと、この場を
　 お借り致しまして 心より御礼申し
　 上げます。

札幌Ⅰゾンタクラブ
● 月 日　12 24 チャリティー
　ディナーコンサート
　「クリスマスの夕べ」

お知らせ
★2017年3月
　ローズデーでの
　講演会を企画中

塩釜ゾンタクラブ

●11月3日、社会福祉法人あしたば福祉会
　「あすなろ」(塩釜市)のバザー・イベント
　に塩釜ZCが継続支援 ・ 協力している障
　害者支援施設の秋の恒例行事に佐藤洋子
　会員の案内で遠藤会員・引地会員・中野
　会長と協力・参加しました。

札幌Ⅱゾンタクラブ

●10月14日(金) 　札幌Ⅱゾンタクラブ
　創立30周年記念式典 ・ 祝賀会 ・Zクラブ
　認証状伝達式式典には約100名祝賀会に
　約400名、北海道副知事、札幌市長並びに
　ご来賓の皆様、全国のゾンシャン及び地元
　の皆様のご出席を賜り、思い出に残る記念
　行事を無事に開催することが出来ました。
　ご出席くださいました皆様、お祝いのメッ
　セージやお花をお贈りくださいました皆様
　に心より感謝申し上げます。

●11月19日定例会｢フードバンクについて
　学ぶ｣ ｢大切な食べ物を必要としている人
　に届けます｣という活動をしているフード
　バンクの活動を東北全体に広めている
   COOP東北の中村礼子事務局長に、身近
　な地域での実情をお伺いしました。
　エコの面から、支援の面から、
　青少年への啓蒙活動の面から
　多くを学びました。

小樽ゾンタクラブ

●奉仕先の子育て支援センター「あそぼ」
　見学実際に母子で、支援センターで、
　数組が交流しながら、親子で遊ぶ中、
　木製玩具を手にお子さんが楽しそうに
　遊んでる様子や、最近の保育所の状況
　などを見学しました。

福島ゾンタクラブ

●11月17日(木)
　｢鎌田障がい福祉センターきらら｣を訪問
　致しました。昨年に続き２回目となります。
　チェリー　ブロッサムズ クワイアによる
　｢ほほえみコンサート｣開催。紙芝居や物語
　風に歌のプレゼントをしました。
　子供達は、それぞれに障害を抱えておりま
　すが、リズムに合わせ、体をふったり、
　椅子やテーブル等を叩いている子供達もい
　ました。そして、素晴らしい｢ほほえみ｣を
　見せてくれました。
　５名の参加会員も、一緒に歌ったり、本当
　に心温まるコンサートでした。

釧路ゾンタクラブ

● 月 日　10 12
　第18回チャリティ
　フェスティバル
　開催。
　釧路新聞に掲載
　されました。

山形ゾンタクラブ

●10/16(日) 
　山形県男女共同参画センタ－「チェリア
　フェスティバル」に参加。会員の手作り
　ジャムやシフォンケ－キ、産直の果物や
　雑貨などを販売。クラブの活動案内の
　ポスタ－や手配りビラを基に、来場者へ
　ゾンタをアピ－ル＆交流することができ
　ました。

●11/10(木) 天童市教育委員会ＡＬＴ 
　ヴァネッサトウ先生による「学ぼう！
　ゾンタ」開催。滑らかな日本語で、
　日本とニュ－ジ－ランドの文化や生活
　の違いについてお話をおききしました。
　次回は会員に簡単な英会話を教えて
　いただく予定です。

函館ゾンタクラブ

●11月9日　第15回外国人による日本語
　スピーチコンテスト(出場者9ヶ国21名)
   それぞれ女性の働き方の違いや教育の
　違い・技術発展の岩手への影響等５分間
　の発表にしては中身の濃い内容だった。

盛岡ゾンタクラブ

●10月30日 「30周年式典・祝賀会」
　盛岡市中央公民館女性トイレ２基  
　改修・設置(便座式に)寄付

●12月14日 ビンゴと
　オークションの夕べ

秋田ゾンタクラブ

札幌ＩＲＩＳゾンタクラブ

●11月14日（月）例会
　国際ゾンタの誕生日とIRISの誕生日を
　祝い、毎年例会で、国際ゾンタの話題
　と共にケーキを囲みお祝い会を開催
　している。

●11月20日（日）秋田県中央男女共同
　参画センター主催ハーモニープラザ
　まつりに参加してバザー出展しました。

●1月15日（日）
　2017新年チャリティ
　ランチパーティ開催
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